
 

 
 
 
 

 

ザ・プリンス 

のお客さまから

プランを 2016

今年の年末年始は大晦日と正月が週末に重なる曜日並びから、短い期間に大切な人と過ごすケースが予想され

ます。東京の玄関口である東京駅や品川駅、羽田空港から

スポットがある

拡大するアクティブシニア層のお客さまを中心に各世代が楽しめるイベントを取り揃えたニューイヤープランを

企画いたしました。

アクティブシニアのお客さまに懐かしい昭和歌謡コンサートや落語、お灸カフェのコーナーをご用意するほか、

ドローンを使用したゲームやマジック

また東京タワーを目の前に望むホテル屋外のプリンス芝公園では、新年の幕開けを音楽とパフォーマンスとともに、

お客さまとバルーンリリースを

都心の空に凧揚げや羽子板など昔懐かしい遊びを、

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和歌謡コンサートからドローンゲームまで昭和歌謡コンサートからドローンゲームまで昭和歌謡コンサートからドローンゲームまで昭和歌謡コンサートからドローンゲームまで

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンス

TEL: 03-5400

◆アクティブシニアのお客さまへのポイント

・昭和歌謡コンサート

・新春落語

・お灸カフェ

・コーヒーセミナー

 

◆大人もお子さまも
・ドローンゲーム

・マジック

・コミュニケーションじゃんけん

・わんこそば体験

・プリンス芝公園でカウントダウン、凧揚げ、羽子板

・駄菓子屋コーナー

                                

年明けは

 パークタワー東京

のお客さまから三世代のご家族

2016 年 8 月 31
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アクティブシニアのお客さまに懐かしい昭和歌謡コンサートや落語、お灸カフェのコーナーをご用意するほか、

ドローンを使用したゲームやマジック

また東京タワーを目の前に望むホテル屋外のプリンス芝公園では、新年の幕開けを音楽とパフォーマンスとともに、

お客さまとバルーンリリースを
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年明けは東京タワーを背にプリンス芝
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アクティブシニアのお客さまに懐かしい昭和歌謡コンサートや落語、お灸カフェのコーナーをご用意するほか、
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また東京タワーを目の前に望むホテル屋外のプリンス芝公園では、新年の幕開けを音楽とパフォーマンスとともに、
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まで、幅広くお楽しみいただけるイベントを取りそろえ

日（水）より販売いたします。

今年の年末年始は大晦日と正月が週末に重なる曜日並びから、短い期間に大切な人と過ごすケースが予想され

ます。東京の玄関口である東京駅や品川駅、羽田空港から

芝公園エリアに立地する当ホテルで

拡大するアクティブシニア層のお客さまを中心に各世代が楽しめるイベントを取り揃えたニューイヤープランを

アクティブシニアのお客さまに懐かしい昭和歌謡コンサートや落語、お灸カフェのコーナーをご用意するほか、

など、大人もお子さまも楽しめる遊び

また東京タワーを目の前に望むホテル屋外のプリンス芝公園では、新年の幕開けを音楽とパフォーマンスとともに、

行いお祝いいたします。また広い屋
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アクティブシニアのお客さまへのポイント 

ご一緒に楽しめるポイント

・プリンス芝公園でカウントダウン、凧揚げ、羽子板
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お楽しみいただけるイベントを取りそろえ

日（水）より販売いたします。 

今年の年末年始は大晦日と正月が週末に重なる曜日並びから、短い期間に大切な人と過ごすケースが予想され

ます。東京の玄関口である東京駅や品川駅、羽田空港からアクセスがよく、周囲に増上寺や
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また東京タワーを目の前に望むホテル屋外のプリンス芝公園では、新年の幕開けを音楽とパフォーマンスとともに、

行いお祝いいたします。また広い屋
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・プリンス芝公園でカウントダウン、凧揚げ、羽子板 
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公園にてバルーンリリース

4-8-1  総支配人：

お楽しみいただけるイベントを取りそろえ

今年の年末年始は大晦日と正月が週末に重なる曜日並びから、短い期間に大切な人と過ごすケースが予想され

アクセスがよく、周囲に増上寺や

は、都心にご家族が集まって過ごしていただくことを想定し、

拡大するアクティブシニア層のお客さまを中心に各世代が楽しめるイベントを取り揃えたニューイヤープランを

アクティブシニアのお客さまに懐かしい昭和歌謡コンサートや落語、お灸カフェのコーナーをご用意するほか、

、大人もお子さまも楽しめる遊びやイベント

また東京タワーを目の前に望むホテル屋外のプリンス芝公園では、新年の幕開けを音楽とパフォーマンスとともに、

行いお祝いいたします。また広い屋外公園を活用した「プリンスお正月広場」では

三世代で思い切り遊んでいただけます。
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【三世代利⽤に

・東京駅・品川駅・⽻⽥空港からアクセスが良く、

ご家族が集まりやすい

・増上寺

・東京タワーを目の前に望み、ホテル敷地内に

「プリンス芝公園」をもち

バルーンリリースでカウントダウン
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外公園を活用した「プリンスお正月広場」では

思い切り遊んでいただけます。
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を実施いたします。
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また東京タワーを目の前に望むホテル屋外のプリンス芝公園では、新年の幕開けを音楽とパフォーマンスとともに、
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都心ながら屋外で遊べます 



 

 

アクティブシニア層のお客さまからお子さままで、各世代がお楽しみいただけるよう、さまざまな体験プログラムを

取りそろえました。ニューイヤー期間中ご滞在中にお楽しみいただけます。 

※ニューイヤープランご宿泊者のみの限定イベントです。 

アクティブシニア層のお客さま向け 
●思い出の昭和歌謡コンサート 

窓外に東京タワーを望み、バーカウンターも持ち合わせる 

ライブホールでは、「ひまわり娘」や「木枯らしの二人」などの 

代表曲で知られる昭和を代表するアイドル、伊藤咲子による 

歌謡コンサートを開催し、懐かしい音楽をご堪能いただきます。 

【日  時】  2017 年 1 月 1 日（元日） 7:00P.M.より 

【場  所】  イベントホール「メロディーライン」 

●新春落語 

落語の寄席で新年の初笑いをお楽しみいただけます。 

【日  程】  2017 年 1 月 1 日（元日） 、1 月 2 日（月・休） 

【出 演 者】   1 月 1 日（元日）・・・・金原亭馬生、金春亭馬治 

         1 月 2 日（月・休）・・・・・・金春亭馬玉、金春亭馬久 

●お灸カフェ 

昔懐かしいお灸で一息ついていただけるカフェを開催いたします。 

【日  程】  2017 年 1 月 2 日（月・休） 

 

 

大人もお子さまもご一緒にお楽しみいただけるイベント 
●ドローンゲーム 

話題のドローンを操縦し、景品をキャッチしていただくゲームです。 

新世代のおもちゃとして大人のお子さまもお楽しみいただけます。 

【日  程】  2017 年 1 月 1 日（元日）、2 日（月・休） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン料⾦（プラン⼀例） 
  1 室 1 名 1 室 2 名 1 室 3 名 1 室 4 名 

12/30～1/3 （4 泊） \245,000～ \180,000～ \156,000～ \187,000～ 

12/31～1/3 （3 泊） \220,000～ \165,000～ \145,000～ \175,000～ 

12/31～1/2 （2 泊） \200,000～ \140,000～ \125,000～ \160,000～ 

1/1～1/3 （2 泊） \130,000～ \95,000～ \85,000～ \110,000～ 

12/31～1/3 エターナル※ \290,000～ \205,000～ ¥200,000 ― 
※上記料金は 1 名さまあたりの料金です。料金にはサービス料・消費税・宿泊税が含まれております。 

※ご宿泊期間・プランにより、ご利用いただけるイベントやお食事が異なります。詳しくはお問合せください。 

※料金は部屋タイプごとに異なります。  

※上記「エターナル」プランは、ホテル内神殿での特別祈祷やホテル内天然温泉を無料でご利用いただける特別プランです。 

      

【お客さまからのお問合せ・ご予約】ザ・プリンス パークタワー東京 ニューイヤープラン予約係 

                      TEL：03-5400-1111（受付時間 10:00A.M.～6:00P.M.） 

ザ・プリンス パークタワー東京 ニューイヤープラン （イベント⼀例） 

●マジックパレス 

 
 
 
 
 
 
 

目の前で繰り広げられる不思議な 

世界にご注目いただきます。 

【日 程】2017 年1月1 日（元日）、2日（月・休） 

●わんこそば体験 

 
 
 
 
 
 
 

何杯食べられるか挑戦いただけます。 

【日 程】2017 年 1 月 1 日（元日） 

●卓球＆ビリッカー 

 
 
 
 
 
 

 

ご家族で楽しめる卓球と、ビリヤードと 

サッカーがミックスされた新スポーツ 

で体を動かしてお楽しみいただけます。 

【日 程】 2017 年 1 月 1 日（元日）、2 日（月・休） 

1 月 1 日（元日） 金原亭馬生 

伊藤咲子 


